
料金▶無料　※事前予約不要
問（一財）茨城県建築センター
TEL 029-305-7300　

募集
こころの健康講座参加者募集
　心の病気の引き金となるサインを見
逃さないための注意とさまざまな病気
や認知症と心の病気の関係について学
ぶ講座です。講義後の家族ミーティン
グでは、他人に分かってもらいにくい
悩みや体験を話すことができます。
日�時▶10月1日（木）
　�午後1時30分から3時
　（午後1時受付開始）
場所▶笠間保健センター
　（笠間市笠間230）

内�容▶講義「心の病気について～どのよ
うな時に心の病気になりやすいか～」
（茨城県立こころの医療センター医師
　佐

さとう

藤�雅
まさし

士さん）、ミーティング
参加費▶無料
定員▶30名（先着順）
申込方法▶電話でお申し込みください。
申込期限▶9月24日（木）
申・問 笠間保健センター
TEL 0296-72-7711

市民農園「生き活き菜園はなさ
か」利用者募集
　家族や仲間とふれあいながら、農園
ライフを楽しんでみませんか。
　施設内には、無料で使用できる農具の
ほか、トイレや休憩施設、水道、駐車場、
広場があります。また、初心者でも安心
して野菜づくりができるように、専門の

講師による講習会（参加費無料）が毎週
行われています。なお、農園内の野菜づ
くりは無農薬栽培です。
対象者▶農業を営んでいない方
使用料▶年間10,280円（1区画30㎡）
　※途中の場合は、月割となります。
使用期間▶平成28年3月31日まで
　（契約更新可）
場所▶笠間市橋爪
　（「いこいの家はなさか」に隣接）
申�込方法▶使用申請書およびアンケート
を農政課または笠間市農業公社に提出
してください。申請書は、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。（トッ
プページ⇒「はなさか」で検索）

申・問 農政課（内線540）
（一財）笠間市農業公社（内線532）

9月の納税等
納期限：�9月30日（水）

国��民��健��康��保��険��税�（４ 期 分）

後期高齢者医療保険料�（３ 期 分）

※納税には、簡単で便利な口座振替をご利用ください。
　�納期限を過ぎると延滞金が加算されます。早めの納税をお
願いします。
　口座振替で納付の方は、預金残高の確認をお願いします。

移住者向け
笠間のプロモーション動画を公開

　総務省では、都市から地方への移住に役立てるため、
ポータルサイト「全国移住ナビ」を立ち上げました。笠
間市もページを作成し、移住促進に関する情報発信を
開始しています。
　現在、ポータルサイト運用開始のキャンペーンとし
て、各自治体のページ閲覧回数や動画再生回数による
コンテストが開催されています。市民の皆さんにご協
力をいただき、笠間の生活がイメー
ジできるような動画を制作しましたの
で、ぜひ笠間の新たな魅力を発見しな
がらご覧いただき、応援してください。

1P

全国移住ナビ　笠間市 で検索
【キャンペーン期間】9月末日まで
【8月31日現在アクセスランキング状況】
　ローカルホームページ▶全国23位（県内2位）
　プロモーション動画▶全国24位（県内4位）

皆さんのご意見をお聞かせください
～パブリック・コメント手続制度～

　「笠間市創生総合戦略（素案）」について、パブリック・コメン
トを行います。皆さんのご意見・ご提案をお聞かせください。「パ
ブリック・コメント手続制度」は、市の主要な施策や事業の立案
を行う際に、素案を広く公開し、意見や情報をできる限り反映さ
せるという制度です。実施期間中は笠間市ホームページ、笠間
市役所本所・各支所、各公民館、各図書館で素案を閲覧できます。
（ホームページトップ⇒「パブリックコメント」で検索）

案 件 名 	 笠間市創生総合戦略（素案）
案 の 趣 旨 	
　人口減少克服と地方創生により将来にわたって活力ある日本
社会を維持することを目指したまち・ひと・しごと創生の取組み
について、まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）
第10条の規定に基づく、平成27年度から平成31年度を期間と
する笠間市創生総合戦略の策定に向け、素案を示すものです。
意見の提出方法 	
氏名、住所を明記のうえ、企画政策課に直接または郵送、FAX、
メールで提出してください（書式自由）。
※	いただいたご意見は、市からの回答とともに笠間市ホームペー
ジに掲載させていただきます。

募 集 期 間 	 9月20日（日）～10月9日（金）　全20日間
提出先・問合せ 	 企画政策課（内線556）
	 〒309-1792　笠間市中央三丁目2番1号
	 FAX	0296-78-0612
	 メール	info@city.kasama.lg.jp
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案内
茨城県近代美術館
企画展「6つの個展 2015」
　県内に拠点を置き、注目すべき活
動を続ける6作家による展覧会。多様
な美術の動向を踏まえ、ジャンルの
異なる6作家、立

たつみ

見榮
ひでお

男、佐
さとう

藤杏
きょうこ

子、
横
よ こ す か

須賀幸
ゆきお

男、間
まじま

島秀
ひでのり

徳、島
しまつよし

剛、内
うちうみ

海�
聖
さとし

史による近作、新作をご紹介します。
会期▶10月18日（日）まで
時間▶午前9時30分〜午後5時
　（入場は午後4時30分まで）
入 場料▶一般850円、高大生600円、
小中生360円

休館日▶毎週月曜日
　※�ただし9月21日（月）、10月12日
（月）は開館。9月24日（木）、10
月13日（火）は休館。

問 茨城県近代美術館
TEL 029-243-5111

茨城県行政書士会無料相談会
　県内の行政書士が、遺言、相続、各
種許認可等の行政手続き相談など、暮
らしと役所の諸手続きに関する相談に
直接お答えします。
○面談による無料相談会
日時▶10月21日（水）午後1時〜4時
場所▶笠間市役所�1階ロビー

○電話による無料相談
日時▶10月の毎週月曜日と木曜日
　（祝日を除く）午後1時〜5時
　TEL�029-305-3731
問 茨城県行政書士会
TEL 029-305-3731

いばらき都市緑化フェスティバ
ルを開催
　10月は「都市緑化月間」です。都市
緑化の大切さを楽しみながら感じてみ
ませんか。皆さんのご来園をお待ちし
ています。
日時▶10月24日（土）（雨天中止）
　午前10時〜午後3時
場所▶笠間芸術の森公園�イベント広場
内 容▶インテリアグリーン（ミニ観葉
植物）作成教室、ガーデニング教室、
球根つかみどり、木工教室、ヤマブ
キ苗無料配布、緑化相談、子ども工
作教室、スポーツ鬼ごっこ体験教室、
パネル展示（防災施設の紹介）、農産
物直売　ほか
　※�内容は予告なく変更となる場合が
あります。

問 管理課（内線575）

不動産公売に参加してみませんか
　笠間市では、一般の方も参加できる
入札により、不動産公売を実施します。
日時▶11月10日（火）
　午後0時50分から受付開始

場所▶笠間市役所本所�2階大会議室
公売不動産▶
○売却区分番号　27－1
　見積価額：5,520,000円
　公売保証金：560,000円
　財産の表示（登記簿による表示）：（土地）
　所在：笠間市笠間字御

おはたまえ

旗前1938番2
　地目：田
　地積：402㎡
※�登記簿上の地目は農地ですが、現況
は非農地です。買受適格証明書は不
要です。
※�中止になる場合もありますので、事
前にお問合せください。
　公売不動産等の詳細については、収
税課と笠間支所で無料配布している公
売広報または市ホームページからご覧
ください。（トップページ「トピックス」
⇒公売情報）
問 収税課（内線118）

住まいの相談会
　茨城県では、「住まいの相談会」を開
催しています。建築計画、資金計画、
施工方法、耐震診断、リフォームなど
建築に関することについて、建築士が
相談に応じます。相談料は無料ですの
で、ぜひ気軽にご相談ください。
日時▶毎月第1・3土曜日（祝日を除く）
　午前10時〜午後4時
場所▶（一財）茨城県建築センター
　本部事務所（水戸市笠原町978-30）

申 は申込み先、 問 は問合せ先です。

エコフロンティアかさま　監視委員会活動報告（7月23日）
【施設の維持管理（一般廃棄物・産業廃棄物）】
　環境保全事業団より、維持管理状況の報告を受けた。
・�ごみの受入投入方法については、展開検査ヤードで受入
検査を実施後、クレーン方式によりごみを均一に混合し、
処理能力（72.5t/日×2炉）以上のごみを投入しない。（日
平均92.7t）
・�炉の運転方法については、助燃バーナーを使用し、一酸
化炭素濃度が100万分の100以下となるようにごみを
焼却している。（維持管理目標値30ppm以下で設定。　
結果：1号炉15ppm　2号炉13ppm）
・�ダイオキシンの発生防止については、燃焼室中の燃焼ガ
スを摂氏800度以上に保ち、集塵器に流入する燃焼ガス
を水噴霧により摂氏175度以下で冷却している。また、
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度は、

おおむね0.01ng-TEQ/N㎥以下で二次燃焼室において
完全燃焼している。
・�ばいじん中に含まれるダイオキシン類濃度は、年1回以
上測定し、0.084ng-TEQ/gとなっている。
・�消火設備、粉じん飛散防止、害虫発生抑制、騒音・振動・
悪臭・水質など生活環境に支障が生じないよう整備また
は実施している。

【現地監視】
溶融処理施設内
・�中央制御室での管理状況につ
いて監視した。

【次回の監視活動】
　廃棄物の受入れについて実
施。
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